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はじめに 

独立行政法人科学技術振興機構（ＪＳＴ）では、大学等の公的研究機関が保有するシーズをもとに、「新技術の企

業化開発」を推進する目的で研究成果展開事業を実施しております。この度、本バイオジャパン２０１２の出展者プレ

ゼンテーションにおいて、本事業のうち、「A-STEP」および「先端計測分析技術・機器開発」に関わる大学等およびベ

ンチャー企業が、ビジネスモデルや研究開発成果の発表に加え、共同研究開発やライセンス、また資金調達、販路

拡大、業務提携などを目的としたプレゼンテーションを行います。 

ご参加いただいた皆様に、新技術のご紹介や新たなビジネス展開の可能性をご提供すると共に、プレゼンテーショ

ンをする大学等やベンチャー企業にとっては様々な分野で飛躍するきっかけを得る場になることを期待しています。 

独立行政法人科学技術振興機構 

 

 研究成果展開事業（先端計測分析技術・機器開発プログラム）の仕組みと発表課題 

研究成果展開事業（先端計測分析技術・機器開発プログラム）は、我が国将来の創造的・独創的な研

究開発を支える基盤の強化を図るために、革新的な先端計測分析技術の要素技術や機器及びその周辺シ

ステム等の開発を目的とするプログラムです。 

 

  
 

先端計測分析技術・機器開発 

プログラム 

・「放射線計測領域」 

・「グリーンイノベーション領域」 

・「領域非特定型」 

・「開発成果の活用・普及促進」 

委託契約

開発課題の 

公募・選定・評価

・先端計測分析技術・機器開発推進委員会

がプログラム全体を統括  

・外部有識者が課題を選考 

・開発総括（重点開発領域においては領域総

括）を中心とする開発推進体制を構築し、

事業並びに開発課題全体をマネジメント 

開発推進･助言

 

要素技術タイプ 

機器開発タイプ 

ソフトウェア開発タイプ 

｢放射線計測領域｣革新技術タイプ

｢グリーンイノベーション領域｣ 

要素技術タイプ、機器開発タイプ 

チームリーダー

／サブリーダー 

分担開発者 

産と学・官の

密接な連携

応用ユーザー 

  

プロトタイプ実証・実用化タイプ 

「放射線計測領域」実用化タイプ 
 

ユーザー 

チームリーダー

／サブリーダー 

産と学・官の

密接な連携

分担開発者 
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 発表課題 （発表順） 
 

採択課題名 チームリーダー氏名 所属 タイプ・採択年度 

細胞内温度計測用プローブの開発 内 山 聖 一 東京大学 要素技術タイプ（平成22年度） 

超小型近赤外分光測定装置の開発 川 島 隆 太 東北大学 機器開発タイプ（平成21年度） 

生体透過率の極めて高い小型広帯域光源の開発 竹 田 美 和 名古屋大学 要素技術タイプ（平成21年度） 

バイオ蛍光法によるアスベスト自動計測ソフトウェアの開発 黒 田 章 夫 広島大学 ソフトウェア開発タイプ（平成22年度） 

 

 

 研究成果展開事業（研究成果最適展開支援プログラム、Ａ－ＳＴＥＰ）の仕組みと発表課題 

研究成果展開事業（研究成果最適展開支援プログラム、Ａ－ＳＴＥＰ）は、国民経済上重要な科学技術に関する大

学・公的研究機関等（以下、「大学等」という。）で生まれた研究成果を基にした実用化を目指すための幅広い研究開

発フェーズを対象とした技術移転支援制度です。 
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大学等における研究成果の中から技術移転の可能性を探索するフェーズや、シーズ候補を企業の視点から掘り起

こして、シーズとしての可能性を検証して顕在化させるといった実用化に向けたフェーズの初期段階から、顕在化した

シーズの実用性を検証する中期のフェーズ、また、研究成果を基にしたベンチャーの起業により実用化をめざすフェ

ーズ、さらには製品化に向けて実証試験を行うために企業主体で企業化開発を実施する後期のフェーズまで、それ

ぞれの研究開発フェーズの特性に応じた複数の支援タイプにより実施しており、フィージビリティスタディステージ、及

び本格研究開発ステージの２つのステージから構成されています。 

(注)本事業は平成２１年度から、JST の産学連携に関する各種事業を発展的に再編したものです。今回の発表企

業の中には再編前の事業での採択課題に関する企業も含まれています。 

 
 発表課題  （発表順） 
 

企業名 採択課題名 研究責任者 所属 企業責任者 事業名・採択年度 

株式会社 

バイオセレンタック 
2 層マイクロニードル製造装置 高田 寛治 京都薬科大学 高田 康代 

旧「革新的ﾍﾞﾝﾁｬｰ活用開発」

平成20年度 

株式会社 

インテリジェントセンサー

テクノロジー 

人工脂質膜を用いた品質管理用

高耐久性高速味覚センサ 
都甲  潔 九州大学 池崎 秀和 

旧「委託開発」 

平成16年度 

株式会社 ProbeX 
高 S/N 型細胞内イベント検出シス

テムの構築 
小澤 岳昌 東京大学 安西 智宏 

A-STEP/ﾊｲﾘｽｸ挑戦ﾀｲﾌﾟ 

平成21年度 

山科精器株式会社 
汎用 MR を使う生体内部構造透視

画像下内視鏡手術システムの開発
谷   徹 滋賀医科大学 大日 常雄 

A-STEP/ﾊｲﾘｽｸ挑戦ﾀｲﾌﾟ 

平成21年度 

株式会社 

Proteomedix Frontiers 

オン・ディマンド型の蛋白質絶対定

量キットの開発 
寺崎 哲也 東北大学 堀江  透 

旧「大学発ﾍﾞﾝﾁｬｰ創出推進」

平成20年度 

応用酵素医学研究所 

株式会社 

低侵襲性高感度マルチ抗原アレ

ルギー診断チップの開発研究 
木戸  博 徳島大学 鈴木 宏一 

旧「大学発ﾍﾞﾝﾁｬｰ創出推進」

平成20年度 
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科学技術振興機構（ＪＳＴ） 出展者プレゼンテーション プログラム 

日時：１０月１１日（木） 

   先端計測分析技術・機器開発の部 １０:２０～１１:４０ 

   Ａ－ＳＴＥＰの部        １４:００～１６:００ 

会場：BioJapan2012 セミナー会場Ｂ 

 
ＪＳＴ 出展者プレゼンテーション 先端計測分析技術・機器開発の部 

10:20～10:40  奈良先端科学技術大学院大学 バイオサイエンス研究科植物グローバル教育プロジェクト 
         特任准教授 稲田 のり子 
        “生細胞内部の温度分布を画像化できる蛍光プローブ” 
 
10:40～11:00  株式会社日立製作所 社会イノベーション・プロジェクト本部 主任技師 萩野 武 
        “脳活動測定用超小型頭部近赤外光計測装置” 
 
11:00～11:20  名古屋大学 特任教授 竹田 美和 
        “生体透過率の高い近赤外広帯域ＬＥＤ” 
 
11:20～11:40  広島大学大学院先端物質科学研究科 教授 黒田 章夫 
        “アスベスト結合タンパク質＆蛍光イメージング＆画像解析でアスベストを自動計測！” 
 
 

ＪＳＴ 出展者プレゼンテーション Ａ－ＳＴＥＰの部 

14:00～14:20  株式会社バイオセレンタック 代表取締役会長 高田 寛治（京都薬科大学 教授） 
        “2層溶解性マイクロニードル製造装置” 
 
14:20～14:40  株式会社インテリジェントセンサーテクノロジー 代表取締役社長 池崎 秀和 
        “味覚センサーで味を科学する” 
 
14:40～15:00  株式会社ProbeX 研究開発部長 三浦 研二 
        “ProbeXプローブによるセルベース創薬スクリーニング” 
 
15:00～15:20  株式会社マイクロン滋賀 代表取締役 谷 徹（滋賀医科大学 教授） 
        “MR画像誘導下内視鏡手術システムの開発 －汎用型MRI装置を用いて－” 
 
15:20～15:40  株式会社Proteomedix Frontiers 取締役 寺崎 哲也（東北大学大学院薬学研究科 教授） 
        “In Silico Peptide 設計法を用いた高感度多種類混合タンパク質絶対定量技術” 
 
15:40～16:00  応用酵素医学研究所株式会社 代表取締役社長 鈴木 宏一 
        “低侵襲性高感度マルチ抗原アレルギー診断チップの開発” 
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10 月 11 日（木）10:20～10:40 

 ＪＳＴ 出展者プレゼンテーション 先端計測分析技術・機器開発の部  

 

生細胞内部の温度分布を画像化できる蛍光プローブ 
 

奈良先端科学技術大学院大学 

稲田のりこ（バイオサイエンス研究科・特任准教授） 

http://bsw3.naist.jp/plantglobal/index.shtml 

 

 

■ プレゼンの目的：業務提携 

■ 開発技術の概要 

温度によって蛍光強度や蛍光寿命が変化する蛍光プローブの開発を行い、温度分解能0.2℃、空

間分解能200nmで細胞内の温度分布を測定することができる蛍光プローブを開発した。本蛍光プ

ローブは、細胞機能や病態化メカニズムの解明を目的とした生物学、医学の基礎研究に用いら

れる他、将来的には診断への応用も期待される。 

■ 製品・サービスの特徴 

ガラス製針によって細胞内に導入し、蛍光寿命の変化を測定することにより、温度分解能0.2℃、

空間分解能200nmで細胞内の温度分布を測定することができる世界で唯一の蛍光プローブであ

る。 

■ 対象市場 

現在は、医学・生物学の基礎研究に携わる研究者、研究機関をターゲットとしている。既に世

界各国の研究者から今回開発した蛍光プローブの分与を要請されており、製品化に伴い、速や

かな製品の供給と更なる対象ユーザーの拡大を期待できる。 

■ ビジネス・プラン、事業の現況 

現在、本蛍光プローブの市販元となる企業を探している。 

■ キーワード： 

蛍光プローブ、温度計測、生細胞イメージング 
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10 月 11 日（木）10:40～11:00 

 ＪＳＴ 出展者プレゼンテーション 先端計測分析技術・機器開発の部  

 

脳活動測定用超小型頭部近赤外光計測装置 
 

株式会社 日立製作所 

荻野 武 

http://www.hitachi.co.jp 

 

 

■ プレゼンの目的：業務提携  共同研究開発 

■ 開発技術の概要 

今日の社会情勢下、我が国の持続的な発展に向けて脳科学の視点に立った広義に渡る研究が求

められるようになってきている。特に実社会環境下における社会インタラクション（‘複数脳

の相互作用’）を研究するためには超小型化、複数脳同時計測、リアルタイム計測性が計測装

置に求められ、この度ＪＳＴの指導の下、東北大学川島教授リーダー、日立製作所等の産学官

合同プロジェクトにより「超小型頭部近赤外光計測装置」を開発した。 

■ 製品・サービスの特徴 

（１）主要回路の信号処理部をひとつの LSI に集約することで、小型・軽量化を実現 

（２）20人の脳を同時に計測、かつ、計測結果をリアルタイムに表示 

（３）装着しやすいワイヤレスヘッドセット 

■ 対象市場 

今回開発の測定装置は、超小型化かつ簡便に更に同時に複数脳の脳機能を測定できるため、こ

れまで不可能であったフィールドへの持ち出し、複数脳の同時計測による社会インタラクショ

ン（複数脳の相互作用、複数脳の共鳴）の研究が可能となる。具体的な研究ニーズとしては、

脳科学、認知心理学、発達心理学、社会心理学、教育学、教育心理学、健康科学分野の基礎研

究と実践応用研究が挙げられる。そして、これらの研究により、特に教育現場、リハビリテー

ション、メンタルヘルスケアにおける新しい知見を得ることができる可能性が高く、これらの

市場への応用が期待できる。 

■ ビジネス・プラン、事業の現況 

本装置の応用市場として、教育現場、リハビリテーション、メンタルヘルスケア、ゲーム市場

等が考えられる。例えば東北大学が共同研究している日本公文教育研究会は、国内に約18,200

教室、海外に約8,000教室あり、その生徒数は、国内150万人、海外210万人である。教育用の

本機器を応用した個人向けの製品においては、定時的にみても、360万台の市場規模があり、一

台あたり１万円として総額360億円となる。 

■ キーワード： 

脳機能計測、ｆＮＩＲＳ、光トポグラフィ、超小型軽量 
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10 月 11 日（木）11:00～11:20 

 ＪＳＴ 出展者プレゼンテーション 先端計測分析技術・機器開発の部 

 

生体透過率の高い近赤外広帯域ＬＥＤ 
 

名古屋大学 

特任教授  竹田 美和 

 

 

■ プレゼンの目的：共同研究開発 

■ 開発技術の概要 

生体に対して透過率が高い近赤外線は、生体深部の情報を非侵襲に取得することができるため、

生体イメージング装置等の光源として注目されています。そこで、小型（1cm×1cm×1cm 以内）、

広帯域（一般的な LED の2倍以上）、長寿命、熱線を発生しないという特徴を有する「分散量子

ドット LED」及び「ガラス蛍光体と一体化した LED」を開発しました。 

■ 製品・サービスの特徴 

開発した LED を用いて人間の指を反射観察すると、皮膚の下数 mm の血管を簡単に観察するこ

とができます。（なお、透過観察であれば2cm程度の厚さの指を軽々と透過します。）例えば、内

視鏡を用いた手術において、観察面の内奥や裏面側に何があるのか観察しつつ手術を進めると

いう画期的な方法が実現できると期待されます。 

■ 対象市場 

生体組織のイメージング（病変部の画像化）装置を対象としています。特に、内視鏡システム

への適用を想定しており、既存の内視鏡システムへ簡単に接続できるような光源システムを目

指しています。内視鏡システムを新たに開発するのではなく、有力なオプションとして販売す

ることを考えています。 

■ ビジネス・プラン、事業の現況 

LED 単体は完成しており、既存の内視鏡システムへ接続できる光源システムも試作済みです。ま

た、LED を製造販売する企業も目途が付いています。さらに、病院医師の意見をいただく環境も

有しています。システム全体のバランスを調整できるメーカーとの共同研究開発を望みます。 

■ キーワード： 

高生体透過性、ＬＥＤ、近赤外線、生体イメージング 
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10 月 11 日（木）11:20～11:40 

 ＪＳＴ 出展者プレゼンテーション 先端計測分析技術・機器開発の部 

 

アスベスト結合タンパク質＆蛍光イメージング＆ 

画像解析でアスベストを自動計測！ 
 

広島大学（㈱インテック、㈲シリコンバイオ） 

広島大学大学院先端物質科学研究科・教授・黒田章夫 

 

 

■ プレゼンの目的：販路拡大 

■ 開発技術の概要 

アスベスト結合タンパク質を蛍光で修飾することにより、簡便な蛍光顕微鏡でアスベストの形

態と物性の両方をとらえつつ、光学顕微鏡としてはこれまでにない感度でアスベスト繊維を検

出することが出来る。 

■ 製品・サービスの特徴 

従来の大気アスベストの計測は、電子顕微鏡下で元素分析してアスベスト繊維を同定するので、

非常に面倒で時間のかかる方法である。一方、バイオ蛍光法では、蛍光で修飾したアスベスト

結合タンパク質がアスベストを光らせるため、同定に特別な操作は不要となる。さらに画像解

析ソフトウェアが、複雑な「アスベスト計測ルール」に従って自動でアスベスト繊維を数える

ので、初心者でもアスベスト計測が行えるようになった。 

■ 対象市場 

環境検査、医療診断に適応できる。 

■ ビジネス・プラン、事業の現況 

アスベストは、耐熱性、断熱性などの物理特性に優れた安価な建築材料として広く使用されて

きた。近年、悪性中皮腫などの肺がんを引き起こすことが明らかとなり、その使用が全面禁止

となった。しかし、まだ問題が解決したわけではない。過去大量に使用された建物等の解体が

ピークを迎え、アスベスト廃棄物量は今後ますます増加すると予想される。また、これまでの

アスベストの曝露によって今後2030年前後までに約10万人の中皮腫発症が予測されている。 

■ キーワード： 
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10 月 11 日（木）14:00～14:20 

 ＪＳＴ 出展者プレゼンテーション Ａ－ＳＴＥＰの部  

 

2 層溶解性マイクロニードル製造装置 
 

株式会社バイオセレンタック 

代表取締役会長 高田寛治（京都薬科大学 教授） 

http://www.bioserentach.co.jp/ 

 

 

■ プレゼンの目的：資金調達  販路拡大  業務提携  共同研究開発 

■ 開発技術の概要 

ＧＭＰ環境下で溶解性２層マイクロニードルを量産する製造装置を開発した。ナノインプリン

トおよび注入充填の最新の技術を導入し、薬物含量偏差＜5%、1800チップ/時の生産能力、注

射製剤並みの製造コストを達成した。クリーンルーム内に設置すれば、治験用製剤の製造が可

能となる。 

■ 製品・サービスの特徴 

①2層溶解性マイクロニードル製造装置の販売 

②上記装置の販売に伴う2層溶解性マイクロニードル製造技術の供与 

③新規2層溶解性マイクロニードル製剤の開発、治験支援 

■ 対象市場 

①製薬用途：注射剤としてしか体内に投与できなかったインスリン、インターフェロンなどの

蛋白薬の経皮吸収が可能です（製薬企業との共同開発を検討）。 

②ワクチン用途：経皮ワクチンに関する臨床試験では、1/5の抗原量の皮内投与でインフルエン

ザワクチン筋肉内注射と同等の抗体価が得られたと報告されています (オランダのライデン大

学のグループの臨床試験結果、Vaccine, 27, 2469-2474, 2009)（ワクチンメーカーとの共同開発

を検討）。 

日本国内でのインフルエンザ・ワクチン製造量の上限値は約2000万人分ですが、2層マイクロニ

ードルチップの適用により約１億人分のワクチンを確保できます。 

③化粧品用途：特にアンチエージング用途などに有効です（化粧品メーカー、大学、クリニッ

ク等との共同開発を検討）。 

■ ビジネス・プラン、事業の現況 

現在、医師主導の治験や、事業化を大学やクリニック、大手製薬企業と開始または検討中の状

況です。 

■ キーワード： 

マイクロニードル製造装置、2層マイクロニードル、可溶性マイクロニードル 
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10 月 11 日（木）14:20～14:40 

 ＪＳＴ 出展者プレゼンテーション Ａ－ＳＴＥＰの部  

 

味覚センサーで味を科学する 
 

株式会社インテリジェントセンサーテクノロジー 

代表取締役社長 池崎秀和 

http://www.insent.co.jp/ 

 

 

■ プレゼンの目的：販路拡大 

■ 開発技術の概要 

九州大学と共同で、人間の舌を模倣した人の感覚に近い味覚センサーを開発した。この味覚セ

ンサーは、味覚を電位差で定量測定することにより人の感覚と高い相関をもち、味の相互作用

の検知、コクやキレの評価、味の尺度の定義などができる高分解能、高再現性、高耐久性を有

するセンサーである。 

■ 製品・サービスの特徴 

味認識装置の開発と販売。味認識装置用消耗品の販売。装置メンテナンス。味の受託分析。味

覚ビジネスに関するコンサルティング。 

■ 対象市場 

味センサーの潜在市場は、国内で２２億円/年 欧米は１２０億円/年 と推定。分野としては、

食品・飲料はもちろん、素材メーカーなど食品に関する分野が対象になる。さらに、医薬品や

ペットフードなど、舌で官能評価できないものへも適用範囲は拡がっている。 

■ ビジネス・プラン、事業の現況 

世界初の味覚センサーを用い、味覚に関連するソリューションを提供する。食品、医薬品業界

において、新市場の創出、メーカー間の競争激化に対応するため、味の数値化は国内外からの

要望は大きく、大きなビジネスチャンスである。装置販売後もサポート体制強化により定常的

に使用してもらい、消耗品であるセンサーの継続的な販売が期待できる。 

■ キーワード： 

味覚センサー、味のものさし、味の評価 
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10 月 11 日（木）14:40～15:00 

 ＪＳＴ 出展者プレゼンテーション Ａ－ＳＴＥＰの部  

 

ProbeX プローブによるセルベース創薬スクリーニング 
 

株式会社 ProbeX 

研究開発部長 三浦研二 

http://www.probex.jp 

 

 

■ プレゼンの目的：販路拡大 

■ 開発技術の概要 

細胞内におけるタンパク質間相互作用が高感度に発光検出可能な遺伝子試薬を開発した。本法

によりＧＰＣＲ－アレスチンのような膜たんぱく質、あるいはＨｉｆ１αーＨｉｆ１βなどの

細胞質内におけるタンパク質相互作用の検出が可能となった。さらに長時間安定な発光試薬を

提供することでＨＴＳの系に適用しやすくなった。 

■ 製品・サービスの特徴 

タンパク質間相互作用を in vitro で検出する様々なシステムは発表されているが、細胞内で高感

度に定量的に検出する方法は少ない。本法は相互作用する前のスプリットルシフェラーゼ単独

では発光せず、相互作用により会合すると発光する現象を検出するもので、会合後すぐに発光

検出が可能な迅速性が特徴である。 

■ 対象市場 

創薬分野における化合物スクリーニングは in vitro でのＨＴＳから細胞アッセイを用いたＨＣＳ

のニーズが高まっている。ＰｒｏｂｅＸプローブにより様々なタンパク質間相互作用を検出可

能とし、従来法のＣａやｃＡＭＰ検出、あるいは他の方法では見つからなかったヒット化合物

を見つけるための方法論を提供していく。 

■ ビジネス・プラン、事業の現況 

目的とする反応が高感度に、かつ高Ｓ／Ｎで検出することができることはもちろん、スクリー

ニングに適用したときにばらつきの少ないデータが得られるためにも長時間安定に発光検出が

可能な専用発光試薬を提供することを実現した。お客さまのご要望のタンパク質に対応したプ

ローブを作成、販売し、実績も出始めている。 

■ キーワード： 

発光、プローブ、タンパク質間相互作用、ルシフェラーゼ 
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10 月 11 日（木）15:00～15:20 

 ＪＳＴ 出展者プレゼンテーション Ａ－ＳＴＥＰの部  

 

MR画像下内視鏡手術システムの開発           

－マイクロ波手術支援デバイスの開発・事業化－ 
 

株式会社マイクロン滋賀 

代表取締役 谷 徹（滋賀医科大学 教授） 

 

 

■ プレゼンの目的：販路拡大  業務提携  共同研究開発 

■ 開発技術の概要 

三次元リアルタイムMR画像下に生体内部構造を切る（手術する）前に確認しながら手術出来る

システムに必須な要素技術を開発してシステム化した。特にMR画像に干渉しないエネルギーと

して、マイクロ波によるデバイスを開発した。MR対応仕様とは別に、通常手術用として従来の

医療用エネルギー（超音波、高周波）に代わる技術として、電子レンジに応用されているマイ

クロ波を用いて、新規な手術支援デバイスを開発事業化する。 

■ 製品・サービスの特徴 

マイクロ波エネルギーは電子レンジの周波数（2450MHz）であり、炭化したり、煙を出したり、

蒸気を出すことが無い。キャビテーションも無い。従来エネルギーと比べ、被加温（凝固）物

の組織内水分子を励起して加温する極めて効率の良いエネルギーである。周波数が短いため、

提供できるデバイス形がほぼ自由な形で対応でき、医療分野の第３エネルギー事業として展開

できる。MR画像モニター下の手術は安全（患者さんも術者も）確実な手術操作を支援できる。

■ 対象市場 

・MR装置やインターベンション用機器を扱う企業や研究機関全て 

・現在ある超音波や高周波エネルギーを扱う企業、研究機関全て 

  外科系：全手術形体のほぼすべての手術手技用デバイス 

  内科系：内視鏡様鉗子、穿刺凝固針 

  手術分野は直視下、鏡視下、内視鏡下等全て 

・従来の凝固切断器に加え、シーリング器やクリップ、縫合器(に代わる機器)市場も含まれる。

■ ビジネス・プラン、事業の現況 

関連特許は滋賀医科大学の機関特許であり、その実施許諾を滋賀医科大学発ベンチャーである

(株)マイクロン滋賀が受け、事業化を進める。手術形態別に分割し、各形態ごとに企業へ特許の

実施許諾を出して製品化を進める。従来技術と比べ優位点が多く、従来なかった器具開発も可

能となった。手術形態分野ごとの市場規模は数千億円となる。 

■ キーワード： 

マイクロ波、医療エネルギー、エネルギーデバイス、手術支援機器 
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10 月 11 日（木）15:20～15:40 

 ＪＳＴ 出展者プレゼンテーション Ａ－ＳＴＥＰの部  

 

On-Demand 型タンパク定量技術：           

高感度多種類混合タンパク同時選択的 LC/MS/MS 法 
 

株式会社 Proteomedix Frontiers 

取締役 寺崎哲也（東北大学東北大学大学院薬学研究科 教授） 

http://proteomedixfrontiers.com/ 

 

 

■ プレゼンの目的：資金調達  販路拡大  業務提携  共同研究開発 

■ 開発技術の概要 

私達は、質量分析装置で強いシグナルを出すペプチドをアミノ酸配列に基づいてタンパク質の

トリプシン消化産物から選択する手法を開発しました。三連四重極型質量分析装置の SRM 

(MRM) mode を活用することでノイズピークを大幅に削減し、従来、困難であった多種類のタン

パク質の高感度同時絶対定量を実現しました。タンパク質が無くてもアミノ酸配列が分かれば、

定量法が確立できることが特長で、複数候補タンパク質の絞り込みにも応用可能です。 

■ 製品・サービスの特徴 

薬物輸送担体、代謝酵素などの薬物動態関連タンパク質を定量する Ready Made 型キットを発売

開始しました。さらに、バイオマーカーや受容体、チャネル、酵素など新薬標的タンパク質に

ついて0.1～10 fmol/assay の定量感度を目標として、定量法を On Demand で2ヵ月程度で受託開

発いたします。 

■ 対象市場 

タンパク質を扱う全てのライフサイエンス領域が、ターゲット市場です。新薬探索・前臨床試

験・臨床試験研究領域だけでなく、疾患診断薬の領域へ応用可能です。従来の抗体法に比べ特

異性と定量値の信頼性が飛躍的に高く、手術組織や血漿などのマーカーを同時定量することで

個別医療の新規市場が開拓できます。 

■ ビジネス・プラン、事業の現況 

「タンパク質の定量法開発」に特化した研究開発型企業です。この技術を全世界に普及させる

ことを目指し、日本国内企業はもとより北米や欧州企業を含めたグローバルなビジネス展開を

基本とし、私達のタンパク質定量技術を活用した共同研究や業務提携を通じて、新規市場の開

拓を目指しています。 

■ キーワード： 

創薬、タンパク質、バイオマーカー、疾患診断薬 
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10 月 11 日（木）15:40～16:00 

 ＪＳＴ 出展者プレゼンテーション Ａ－ＳＴＥＰの部  

 

低侵襲性高感度マルチ抗原アレルギー診断チップの開発 
 

応用酵素医学研究所株式会社 

代表取締役社長 鈴木宏一 

http://www.americ.co.jp 

 

 

■ プレゼンの目的：業務提携  共同研究開発 

■ 開発技術の概要 

カルボキシル化ダイヤモンドライクカーボン（DLC)チップにタンパク質や DNA を強固かつ高密

度に固定化できるという特徴に着目し、これをアレルギー診断用チップとして、各抗原毎に抗

原の抽出条件、固定化反応条件の最適化を行った。（関連特許２件成立、関連論文２報） 

■ 製品・サービスの特徴 

アレルゲン特異的 IgE の定量検査、及び近年アレルギー症状の増悪や改善に関係すると考えられ

ている抗原特異的 IgA、IgG4抗体量の測定を、数μLの微量検体で、約30項目のアレルゲンに対

して一度に検査する技術として完成した。また、臍帯血・唾液・鼻汁中の特異的抗体も検出可

能となった。 

■ 対象市場 

特異的 IgE 検査市場。アレルギーの治療の効果判定や臍帯血検査等による新生児のアレルギー予

防への臨床応用、人間ドック・健康診断等における抗原特異的 IgA, IgG4の検査。ペット動物の

アレルギー検査市場。 

■ ビジネス・プラン、事業の現況 

・体外診断用医薬品認証申請準備中 

・医薬品製造許可、医薬品製造販売業許可の得られた企業との業務提携を推進 

・血液、鼻汁、唾液、臍帯血の IgE, IgA, IgG4の受託検査体制を整備中 

・アレルギー以外の抗原抗体反応を用いた検査の開発研究 

■ キーワード： 

アレルギー検査、体外診断用医薬品申請、自動化装置、受託検査 
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日　時

場　所

開催者

平成24年10月11日（木）10：20～16：00
パシフィコ横浜 展示会場内 出展者プレゼンテーション セミナー会場Ｂ

独立行政法人科学技術振興機構

平成24年10月11日（木）10：20～16：00
パシフィコ横浜 展示会場内 出展者プレゼンテーション セミナー会場Ｂ

独立行政法人科学技術振興機構

■内容に関するお問い合わせ
［先端計測分析技術・機器開発関係］
独立行政法人科学技術振興機構

産学基礎基盤推進部　

先端計測室

〒102-0076　東京都千代田区五番町7　K’s五番町

TEL: 03-3512-3529　 FAX: 03-5214-8496

E-mail:sentan@jst.go.jp

http://www.jst.go.jp/sentan/

［Ａ－ＳＴＥＰ関係］
独立行政法人科学技術振興機構

産学連携展開部

ライフイノベーショングループ

〒102-0076　東京都千代田区五番町7　K’s五番町

TEL: 03-5214-0016　 FAX: 03-5214-0017

E-mail:astep-lf@jst.go.jp

http://www.jst.go.jp/a-step/

BioJapan2012
JST出展者プレゼンテーション
［レジュメ］
JST出展者プレゼンテーション
［レジュメ］




